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午後５時開会 

○人権・男女共同参画担当課長 では、皆様、定刻になりましたので、ただいまより令和

２年度第２回男女共同参画推進部会を開催いたします。 

 開催に先立ちまして、生活文化政策部長より御挨拶申し上げます。お願いいたします。 

○生活文化政策部長 皆様、こんにちは。生活文化政策部長でございます。本日も、お忙

しい中、時間を調整いただきまして大変ありがとうございます。先月の第１回の部会に引

き続きまして、本日もオンラインでの開催とさせていただいております。 

 本日の部会ですけれども、報告事項を２点用意してございます。１点目は、令和元年度

世田谷区第二次男女共同参画プランの取組み状況について、報告書としてまとめておりま

すので、この１年の取組みについて御報告をしつつ、今後の施策について御意見を頂戴し

てまいりたいと思っております。２点目は、前回の部会で調査票の案をお示しさせていた

だきましたけれども、区内の企業に対しまして、男女共同参画に関する意識・実態調査を

実施させていただきます。その調査票につきまして、前回頂戴してまいりました御意見を

踏まえて修正案をまとめておりますので、その御報告をさせていただく次第でございま

す。 

 本日も、お気づきの点がございましたらば、それぞれのお立場から御意見を頂戴してま

いりたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○人権・男女共同参画担当課長 ありがとうございました。 

 では次に、本日の部会について確認と御案内をいたします。 

 会議開催に際しまして、３点ほどお知らせがあります。この部会は、傍聴を認め、公開

で行っております。また、部会での議事について、議事録や当日の資料などを区のホーム

ページで公開いたします。そのため、速記の業者が入ります。録音もさせていただきま

す。 

 以上、３点について、御了承くださいますようお願いいたします。 

 また、オンライン開催ですので、以下、申し上げます点につきまして御承知おきくださ

い。 

 １つ目、ウェブ会議サービスのＺｏｏｍを使用しております。今回は有償版アカウント

ですので、前回と異なりまして休憩を入れずに進めます。 

 発言以外はミュートに設定していただきますようお願いいたします。ミュートにされて

いない場合、事務局でミュートに設定させていただく場合がありますので、御了承くださ
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い。 

 発言する際は、手をカメラから見えるように挙げていただき、部会長から指名された後

に発言してください。複数の方が同時にお話をしてしまいますと聞き取りにくくなる可能

性がございます。御協力をお願いいたします。 

 記録のために事務局でＺｏｏｍのレコーディングを行っております。御参加の皆様は、

録音、録画やスクリーンショットなどは御遠慮ください。 

 Ｚｏｏｍはテキストチャットもございますが、記録には残りません。一時的に席を外す

ときなど、事務的な御連絡のみにお使いください。 

 また、進行中トラブル等がございましたら、お伝えしております事務局まで、お電話ま

たはメールをお願いいたします。 

 本日の部会でございますが、過半数以上、全員の方が出席していらっしゃいますので、

成立をしております。また、傍聴は、本日、３名の方に参加の申込みをいただいておりま

す。 

 続きまして、事前にお送りいたしました資料の確認をさせていただきます。まず、次

第、次が資料１－１としましてＡ４・１枚の令和元年度世田谷区第二次男女共同参画プラ

ン取組み状況の報告について、次が資料１－２、Ａ３・１枚です。このプランの取組み状

況の概要版（案）となっております。次がＡ４の資料１－３、プランの取組み状況報告書

（案）というホチキス留めのもの、また、その下に資料１－４として、かなり厚いもの、

別冊となっておりますホチキス留めのものでございます。次が資料２－１、「区内企業の

男女共同参画に関する意識・実態調査」調査票の修正について、これもＡ４・１枚でござ

います。その下に資料２－２としまして、「区内企業の男女共同参加に関する意識・実態

調査」調査票（案）、ホチキス留めされているものでございます。もし足りないようであ

れば、また事務局のほうに御連絡をください。よろしいでしょうか。 

 では、次第２の議事に入ります。ここから部会長、進行をお願いいたします。 

○部会長 本日も御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、次第に従いまして議事に入っていきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

 それでは、次第の２、議事【報告事項】ですが、その「(1)令和元年度世田谷区第二次

男女共同参画プラン取組み状況の報告について」ということに入ります。 

 まず、これにつきまして事務局より御説明をお願いいたします。 
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○人権・男女共同参画担当課長 お手元に資料１を御用意ください。こちらに沿って説明

をさせていただきます。担当係長から説明をいたします。 

○事務局 本日の議題１点目、「令和元年度世田谷区第二次男女共同参画プラン取組み状

況の報告について」でございます。世田谷区第二次男女共同参画プランは、平成29年度か

らの10年間の計画でございます。昨年で３年度目が終了いたしました。昨年１年間の取組

み状況を取りまとめましたので報告をさせていただき、その取組み状況について部会委員

の皆様から御意見を頂戴したいというのが本日の趣旨でございます。 

 資料１－２、概要版（案）、Ａ３の表裏、資料１－３、取組み状況報告書（案）、資料１

－４、別冊 各事業の実績（案）、この３つを本日お配りしています。昨年度の取組み状

況について、Ａ３の概要版と本編を見ていただきながら説明をいたします。 

 概要版の左上から御覧ください。第二次男女共同参画プランでございますが、男女共同

参画社会の実現を目指すために、条例第９条に基づく、男女共同参画施策を総合的かつ計

画的に推進するための行動計画として進行しているところでございます。条例と２つの計

画の関係性はこのようになっています。この条例の下に男女共同参画のプランと多文化共

生のプランが、それぞれ行動計画として位置づけられている状態でございます。 

 本プランの体系は、本編の報告書４ページにもございますが、「一人ひとりの人権が尊

重され、自らの意思にもとづき、個性と能力を十分発揮できる、男女共同参画社会の実

現」という基本理念のもとに、４つの基本目標を掲げ、その実現のための方策を推進体制

として位置づけてございます。 

 条例に基づき、年に１度以上、この審議会に取組み状況の御報告をさせていただき、御

意見を伺った上で公表してまいります。 

 最近の全国の動きとして、報告書の５ページにも掲載いたしましたが、大きなところと

しては、職場におけるパワーハラスメント対策が事業主に義務化され、ハラスメント対策

が強化されました。６月１日施行でございました。 

 また、同性カップルを主な対象としたパートナーシップ宣誓でございますが、これは世

田谷区と渋谷区が平成27年度に初めて導入し、その後、全国に広がったものでございます

が、７月１日現在で、全国で56の自治体、８月に１か所増え、９月に京都市が増えると聞

いておりますが、そういう形で広がってきております。全国における人口カバー率は29％

に達しています。また、世田谷区での宣誓累計は、令和元年度末までで117、昨年度１年

間だと30組、今年に入りまして７月末までで３組増えて120、８月は２組の方々が宣誓を
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してくださっています。 

 続きまして、基本目標ⅠからⅣまでの進行状況を御報告いたします。それぞれに数値目

標を掲げて進行管理をしています。まず、数値目標について御報告をいたします。 

 基本目標Ⅰ「あらゆる分野における女性活躍推進」の数値目標は、区の審議会等の女性

の占める割合、庁内の管理監督的立場の女性の占める割合、固定的な性別役割分担意識の

解消が必要だと考える人の割合をそれぞれ掲げております。こちらの直近の実績でござい

ますが、いずれもプラン策定時、あるいは前回実施の調査等も上回っております。 

 ３のところで参考数値となっておりますが、プラン策定時には、当課、男女共同参画担

当課が実施した区民意識の調査を基に始めてきており、直近２年の参考数値については、

世田谷区広報広聴課が実施いたします区民意識調査の数値を、同じ項目を聞いていますの

で、参考までに記載しております。参考数値、●（黒丸）になっているところですが、こ

ちらは９月発表となっていますが、数値は81.5％となっております。 

 「数値目標に対する評価と課題」を概要版、そして本編の９ページ以降にも記載してお

ります。それぞれ取組みを進めてまいりました。 

 課題３「女性のキャリア形成と多様な働き方の支援」のところでは、テレワークの導入

支援を担当部局が進めてきております。 

 「実施内容の評価と今後の取組み」でございますが、コロナの関係で集合型の啓発事業

が今後も開催が厳しいことが考えられます。新たな形態での実施が必要と思っておりま

す。また、ワークスペース事業も担当部局が進めてきておりますが、事業の数も増えてき

て、利用実績も伸びてきています。今後もより利用者の視点に立った事業を目指してまい

ります。 

 基本目標Ⅱ「ワーク・ライフ・バランスの着実な推進」についてでございます。数値目

標としては、10ページ及び概要版記載の３つを載せてあります。このうち、４、区内事業

所におけるポジティブ・アクションの認知度については、今日の議題の２つ目ですけれど

も、当課で実施いたします区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査で調査予定に

しております。 

 その下、仕事と家庭生活をともに優先している人の割合、町会・自治会長における女性

の割合は、御覧のようになっておりまして、仕事と家庭生活を優先している人の割合は、

プラン策定時に実施した当課の調査と、昨年度皆様に御意見をいただきながら実施した当

課の調査を比較しますと伸びており、その間に実施した広報広聴課の区民意識調査の数値
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は、参考数値ですが、このようになっているという状態です。 

 また、町会・自治会長における女性の割合ですが、少しずつ伸びてきているところでご

ざいます。195の自治会がございまして、平成31年度の女性会長の数が23、令和２年度が

26、３人増となっております。 

 「数値目標に対する評価と課題」は、それぞれ記載のとおりでございます。 

 この目標における課題と令和元年度の実施内容でございますが、課題６「防災・地域活

動等への参画促進」のところで、昨年も御報告をしておりますが、防災の場面でリーダー

的な役割を果たす、せたがや女性防災コーディネーターの養成を担当課が実施いたしまし

て、昨年度中に38名のコーディネーターが研修を終了いたしました。既に地域での実践に

ついても、昨年度中に区内２か所にて講習会の講師を務めております。 

 概要版裏面にお進みください。基本目標Ⅲ「女性に対する暴力の根絶」についてでござ

います。ＤＶ関係でございますが、こちらについても数値目標が３つございますうち、Ｄ

Ｖ防止法の認知度については、９月公表の広報広聴課実施の区民意識調査での数値が取れ

ておりまして、●（黒丸）になってございますが、こちらが29.3％。その下、「ＤＶが

100％加害者に責任があり、許せないものである」と考える人の割合については、下の●

（黒丸）、65.5％となっております。また、デートＤＶ防止の出前講座の実施校数につい

ては、昨年度、中学校は全て３月実施予定でしたので、コロナの関係で実施ができません

でした。高等学校は、２月までに実施ができたところ、２校となっております。 

 ＤＶ防止法の認知度については、プラン策定時よりは一旦落ちているものの、区民意識

調査における前年と今年の比較ではポイントが上がっています。また、ＤＶの100％加害

者有責性については、プラン策定時の調査からも、参考数値としての広報広聴課の調査に

おいても、認知度が上がってきている状態です。 

 ＤＶにつきましては、前回の部会でも御報告をしておりますが、延べ相談件数につい

て、令和元年度は前の年度に比較しまして1.7倍程度、実ケース数についても、前年389だ

ったところが、令和元年度512に増加をしております。また、コロナ禍が言われるように

なってきた３月以降も相談が増加しています。 

 基本目標Ⅲにおける課題と実施内容につきましては、記載のとおりでございます。配偶

者暴力相談支援センターの機能整備に伴って開設しましたＤＶ相談専用ダイヤルが、昨

年、初めて１年間フルで稼働いたしまして、年間160件の相談を受けました。月当たりの

件数というのは、昨年度１年間でさほど伸びたわけではなかったのですが、やはり今年度
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に入りまして相談の入電数が増えてきております。 

 「実施内容の評価と今後の取組み」でございますが、前回部会で御報告しましたとお

り、悩みごと・ＤＶ相談については、男女共同参画センター“らぷらす”への委託事業で

ございますが、相談曜日・時間帯の拡充を５月10日から実施いたしまして、開けた枠の分

だけ相談が増えてきています。また、７月から、この相談について、メールでも相談の申

込みを開始いたしまして、今日までに１件の申込みがあり、面接相談にまで至っておりま

す。 

 今後の課題等についても、こちらに記載したとおりでございます。出前講座でございま

すが、学校での実施が厳しい状況を踏まえ、今後、例えば青少年交流センターや児童館な

ど、若者世代が集まる場所での啓発というのもやっていきたいと考えております。 

 基本目標Ⅳ「すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築」についてでご

ざいます。数値目標が３つございまして、このうち、がん検診の受診率については、まだ

暫定値ではございますが、平成30年度に比べまして令和元年度は落ちてきております。こ

ちらについては、年度末、コロナの影響に伴って受診を控える区民の方が増えたからでは

ないかと保健所が分析をしています。また、ひとり親家庭の養育費相談会も、年度末につ

いてコロナのため実施がかなわず、回数が落ちています。「性的マイノリティ」という言

葉の認知度につきましては、これも９月公表の広報広聴課の区民意識調査の数字をいただ

いてきておりますが、この●（黒丸）の部分に74.9％という数値が入ってまいります。

「性的マイノリティ」という言葉の認知度については、プラン制定時から着実に認知が進

んでいると見てとることができます。 

 「基本目標Ⅳにおける課題と令和元年度の実施内容」については、記載のとおりでござ

います。 

 「実施内容の評価と今後の取組み」で、保健センターが実施するがん相談については、

女性からの相談や乳がんについての相談も含めて、昨年度中に対面・電話とも利用者が増

加しておりまして、これを受けて、令和２年度、電話相談の時間帯拡大や、施設における

一次相談ができる仕組みなども整えてきたと聞いております。 

 また、区立中学校におきましては、性的マイノリティ理解の授業のための教材を活用し

た授業公開を実施し、今、区立中は29ございますけれども、今後、そういった区内各校で

新たな教材を活用した授業が行えるように啓発していく予定であると担当課から報告を受

けています。 
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 最後、推進体制についてでございますが、まず、「男女共同参画センター“らぷらす”

の機能の強化」についてでございます。らぷらすは昨年度１年間、特にＳＮＳでの情報発

信を強化いたしました。また、先ほど申し上げたとおり、悩みごと・ＤＶ相談の曜日・時

間帯は今年度に入ってから拡大しております。 

 今後も男女共同参画の拠点として一層の充実を図り「地域に開かれたらぷらす」づくり

に取り組んでまいります。昨年の公募型プロポーザルの結果等についても、報告書本編の

16ページには記載をしてございます。 

 方策２「区職員の男女共同参画推進」については、本年４月１日付で、職場におけるハ

ラスメントの防止に関する基本方針が策定され、相談担当の職員の増員等がなされており

ます。 

 また、特定事業主行動計画における女性の管理監督者の割合目標が、令和２年３月まで

に37％を目指すとしていたものが、令和元年４月時点で37.5％ということで目標を達成し

ております。 

 本年４月１日付でございますが、同性パートナーとその親族を対象とした慶弔休暇や介

護休暇を取得できるよう制度改正を実施いたしました。 

 方策３「推進体制の整備・強化」でございますが、パートナーシップ宣誓の導入につい

ては、全国の自治体の支援を行うとともに、昨年の６月からカード型の宣誓書受領証を希

望するカップルに、過去に宣誓したカップルも含めてお渡しを開始しております。 

 また、同じ条例で規定されております世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員

会は、昨年度、１件の苦情申立てに対応いたしました。内容は、同性をパートナーとする

区職員及び教職員への休暇制度の適用についてでして、適用が相当と考えるという答申を

区長に行い、この４月１日から制度改正が行われているところです。 

 総じて申し上げますと、男女共同参画、ＤＶ、性的マイノリティなどの言葉の認知や意

識は、少しずつですが、伸びてきております。各所管課においても、例えば国民健康保険

の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について、同性パートナーからの申請を可

能にするであったり、お部屋探しサポートの利用対象世帯にＬＧＢＴ当事者世帯を加えた

チラシの作成を行い対応に備えるなど、個別の取組みも進んできたと考えております。 

 一方で、言葉の認識が広がるとともに、コロナの影響もあるかと思いますが、ＤＶ等

は、当事者が厳しい状況の中で相談までたどり着いてくださるなど、対応の充実が必要に

なってきている状況もあると思っております。 
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 コロナにより働き方も変わってきております。御報告の中で申し上げたとおり、経済産

業部では、テレワークの導入支援等も実施しておりますが、この後、報告事項に挙げてお

ります男女共同参画に関する事業所調査でも、このコロナの状況を含めまして丁寧に見

て、施策の展開を考えてまいりたいと思っております。 

 皆様には、今までの御説明、そして資料に基づきまして昨年の取組み状況についての意

見をいただければと思います。これをまとめて巻末に記載し、今月末に報告書を確定、そ

の後、議会へのポスティングを経て、区ホームページで区民の皆様に報告というスケジュ

ールを予定しております。 

 御説明は以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、議論のほうに移らせていただきます。ただいま御説明いただきました「令和

元年度世田谷区第二次男女共同参画プラン取組み状況の報告について」、何か御意見、あ

るいは御質問でも結構ですが、ありますでしょうか。 

○委員 基本目標Ⅰの「あらゆる分野における女性活躍推進」ですが、以前も聞いたかも

しれないんですけれども、庁内の管理監督的立場の女性の占める割合の目標が37％です

が、50％ではないのはどういう理由からなのでしたっけ。 

○部会長 事務局から御説明をいただけますか。 

○事務局 事務局からお答えいたします。プランの制定のときに、実態を見て数値目標を

決めていたところですが、数値目標について、非常に野心的なものと現実的なものが混在

しているのですが、この部分については、人事課とも協議の上、数値目標を設定したと認

識しております。ちなみに、国の第４次のほうの男女共同参画基本計画において、その当

時の都道府県の本庁係長に占める女性の割合というのが20.5％で、目標30％、まだまだ大

変に厳しい状態であるという現状の中、３年前に世田谷区もプランの数値目標を定めてス

タートしたという状況がございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。いかがですか。当時の現状と、目標としては

野心的に立てたつもりだということです。 

○委員 ５割は難しいのかもしれないんですが、究極的にはそれぐらいを目標にしていた

だきたいと思います。 

 あと、すみません、別なんですけれども、いいでしょうか。 
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○部会長 はい。 

○委員 基本目標Ⅲの「女性に対する暴力の根絶」のところで、直近の実績として、ＤＶ

防止法の認知度が29.3％、あと「ＤＶが100％加害者に責任があり」云々が65.5％という

ところが、やはり伸びが小さいし、特に７についてはすごく低いと思うんですよ。目標に

照らしてもとても低い。目標と照らしても５割を切っていますよね。この辺はどうにかな

らないのかというお考えはあるのでしょうか。 

○部会長 事務局、いかがでしょう。令和８年度までに目標は60％ですね。今のままでは

無理なのではないかという感じですね。 

○事務局 この伸びのままだと達しないだろうというのは皆様が見てとるところだと思い

ます。ただ、ここについては、当時の目標の議論の中で、ここぐらいを目指すべきという

ところが多分採用されたと思います。ちょうどＤＶ防止法改正があって、その当時、もう

少し耳目を集めていたという状況もあるかと事務局では認識をしておりますが、「法律名

も内容も知っている」というところで目標設定したのは、やはり厳しい状況があったかと

は思っております。60％というのは、この場合は当時の期待値があったかと認識をしてお

ります。 

○部会長 そうかもしれませんが、今後、少しでも目標に近づけるために、何か新しい施

策の推進の方法などお考えなのでしょうか。 

○事務局 事務局からお答えいたします。１つ具体的に予定しているのは、先ほどお話を

しましたけれども、学校での出前講座が難しいのであれば、若者世代のところに直接その

情報を持っていこうというのは予定をしております。これまでも区内の中学３年生に周知

を進めてきましたけれども、そういったことも継続していきたいと思っております。 

○部会長 委員、お願いします。 

○委員 今の７の数値目標のところですが、おぼろげな記憶なんですけれども、以前にも

この質問項目そのものについて御意見を申し上げたことがあったような気がするんです。

今の60％という目標と実績の数値に非常に開きがあるというのはそのとおりで、それは問

題ではあるんですが、そもそも私としては、この質問項目がよくないと思っています。あ

まり意味がないと思います。「法律名も内容も知っている」と100％答えたとしても、実際

によく聞いてみたら全然理解していないということが十分にあり得るので、この質問項目

自体が実は意味がないので、それに対して何％答えたというので一喜一憂することも意味

がないと思っています。 
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 ですから、今回はしようがないんですけれども、今後、この質問項目自体を変えていく

ことがいいと思います。法律名自体は知っているか知っていないかで、これは聞けるんで

すけれども、内容を知っているかどうかというのは、知っているつもりになっているかと

いう自己申告を聞いても仕方がないので、より具体的に、例えば、接近禁止命令というの

があるんだけど、そういうのを知っていますかとか、中身を具体的に挙げて、それについ

ての知識の有無を問うという形にすれば意味のある問いになりますし、また、調査自体が

啓蒙にもなりますので、これは今期の話ではなくなるかもしれませんが、今後はそういう

形で、この数字自体にあまりこだわるよりも、質問項目自体に問題があるという認識を踏

まえて、今後、改善するという方向で検討していただければと思います。これは意見で

す。 

 以上です。 

○部会長 どうもありがとうございました。質問そのものが、ある意味、回答者がどれだ

け出たとしても、それを信じていいかどうか分からないところもあるような曖昧性を含ん

だ設問ですので、今後、変えるということも含めて検討するということで、この数値に一

喜一憂する必要はないのではないかという御意見もいただきました。その辺、いかがです

か。 

○事務局 私どもも、法律名も中身も知っている、ということはなかなか厳しいだろうと

は、実は思っておりました。次回、調整計画を策定していく上では、今おっしゃっていた

だいたように、目標値の内容を少し検討していく必要があると思います。 

 また、この認知度ですが、実際ここに出ております直近と前回の実績は、区民意識調査

から取っておりますが、その中での年代ごとの分析もしながら、あと先ほどの若い方たち

への啓発や、周知の仕方も工夫していきたいと思いますので、調整計画策定に今年の秋か

ら取り組んでいく中で、考えて検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○部会長 委員の皆様方の御意見としては、恐らくここのところが目標達成しにくいとい

う御心配もあって、質問項目そのものの数値を上げるというよりは、要するに、ＤＶ防止

法についての認知、あるいはＤＶそのものについての知識が上がって、ＤＶがだんだんな

くなる方向にプラスになっているのかどうかを知りたい。そのようなことが分かることが

一番大事であるというお考えだと思いますので、質問項目を変える、ないしはほかのとこ

ろで情報を取る等のことも含めまして、その辺の御検討を部会の意見としてはまとめてい
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ただければと思いますが、皆様、そういう形でよろしいですか。御意見があったらお願い

します。よろしいですか。 

 よければ、ほかのことでも結構です。ほかの方、いかがでしょうか。何でも結構です。

まだまだ時間がございます。質問でもよろしいかと思います。 

○委員 では、質問させていただければと思います。基本目標Ⅳに関わるんですけれど

も、例えば、10のがん検診の受診率のところとか、その次のひとり親家庭の養育費相談の

実施とかで、コロナウイルス感染拡大によって受診減少が理由と考えられるということで

すが、これは単純に外に出にくくなって、そもそも来る人が減ったということなのか、そ

れとも、対応する側の問題なのかということです。というのは、私はちょっと気になって

いる。もし間違っていなければ、今、世田谷区はＨＩＶと性感染症の検査相談を休止して

いると思うんです。今年の８月で再開する予定だったのを、３月まで休止を延期したとい

う情報にどこかで触れまして、それはコロナウイルスに対応するということですが、保健

所の業務がうまく回らない、あるいはもう限界に達していて、そうなっている。そうする

と、これは人々が外に出にくくなって、来る人が減ったという話とはちょっと変わってき

ますよね。10のがん検診でコロナのために受診減少、それからひとり親家庭の養育費相談

の実施の減少というのは、単純に来る人が減った、来にくくなったということなのか、対

応する側がそれに対応できないような問題を抱えているということなのか、その辺でもし

情報があれば教えていただきたいと思うんですが、お願いします。 

○部会長 御質問ということでございますね。事務局に対して、単純に新型コロナウイル

スの感染が拡大して、区民が非常に心配して受診を控えているということで解釈していい

のか、それとも、対応そのものが問題を抱えているということはないかというような御質

問ですけれども、いかがでしょうか。 

○事務局 女性特有のがん検診については、保健所の直接実施ではなく、市中の医療機関

での受診の結果を集計しております。委員がおっしゃってくださったＨＩＶの検査の休

止、あれは保健所直轄事業の中止なのですが、検診自体がなくなっているわけではなく、

がん検診の担当者の見解では、区民の方がやはりコロナウイルスの感染等を心配して受診

を手控えたというところが影響しているのではないかと言っておりました。 

 あわせまして、養育費相談会の実施についてですが、年度末がコロナによる様々な活動

の自粛時期に当たりまして、実施ができなかったと聞いております。そもそもプラン策定

時に９回やっていたものを、直後に見直しをして７回にしているんですが、これは、もと
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もとプラン策定時に初めて取組みを進めた養育費相談会について、イベントとの合同実施

などをやっていたんですが、場所によって非常に参加者が得られないような会場設定、日

時設定もあったので、より人の集まるイベント等での実施、もしくは日程の設定等をする

という形で、９回の予定を７回に減らしたと聞いています。実際に29年度から30年度にか

けて、両方７回だったわけですけれども、そこについては、30年度はその前の年よりも御

利用者さんが増えて、各地域で実施している家庭相談につなぐことができたと昨年の報告

書作成の時点で担当課は報告をしてきています。ただ、今年については、７が６に減った

段階で、相談会に来場してくださった世帯数が、30年度56だったところが令和元年度は41

となったということで、やっぱり活用の実績も上がらなかったというのが実態でございま

す。数値については本編の15ページにも記載をしております。 

 担当課としては、そういう状況の中で、例えば個別事業の周知のときに御案内をさせて

いただくであるとか、窓口での御案内を丁寧に行うであるとか、母子・父子に関する手当

の業務のところが様々に工夫をして、施策を必要としている人に情報が届くようにしてい

きたいということについて、報告書の別冊のほうで述べてきております。 

 ひとまず御説明は以上でございます。 

○委員 分かりました。ありがとうございます。 

○部会長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○部会長 そうしましたら、いかがでしょうか。 

○委員 出前講座の件ですけれども、高校の数、中学校の数からすると、実施している数

が私には少ないような気がします。都立高校は９校、私立高校27校、国立が２校、特別支

援学校が５校と数えると、高校が43校です。それから中学校が、区立が29校、国立が２

校、私立が20校ですから、全部で51校になります。この全体の数からすると、多分区立中

学校等を対象にしているのかなとは思いますけれども、これは１つの提案ですが、コロナ

の関係で実施ができなかった、つまりは３月の予定であったということだろうと思いま

す。学校は大変忙しいです。そして、授業の中に組み込んでもらうということは大変なこ

ともよく承知をしています。しかし、学校の予定を組むのは当年度ではなくて、前年度の

段階からということが下準備としてあります。ただ、校長が替わるとか、担当教師が替わ

るということでの変更はあるかもしれませんけれども、やはり学校との調整という段階

で、時期があるところに固まるようなことではなく、もう少し学校側とも調整していただ
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きたいと思います。３月になるというのは、ほかの講座でもよく見受けられることですの

で、この出前講座が３月になるということは十分考えられますけれども、ただ、人権の問

題としての出前講座ですから、もう少し満遍なく対応ができるように、時期の問題、それ

から内容について、学校側とよく協議をして進めていただきたいと思います。 

 内容というのは、例えば、学校によって生徒の質が違います。また、区立中学校で言え

ば、区立がある地区によって傾向も違っています。ですから、同じ内容の講座を持ってい

くということではなく、そこのところは学校が一番よく御存じですから、こちら側のした

いこと、そして学校側の子どもたちの様子、そこを学校の先生ともよく調整して進めてい

き、また、リピーターになっていただけるような講座の運営ということを考えていただき

たいと思います。 

 以上であります。 

○部会長 どうもありがとうございました。御意見をいただきました。今の指標になって

いるデートＤＶ防止の出前講座実施校数というのが、10校、10校の目標になっているんで

すが、学校数からすると、目標そのものが４分の１とか５分の１ぐらいの数なんですね。

それでいいのかということと、それ自体が少ない。また、そもそも令和元年度はほとんど

できなかった。コロナ禍だからしようがないとしても、時期が３月に寄っていたからだ

と。時期そのものが、もうちょっと妥当な時期というか、３月は忙しくないから、恐らく

先生方が試験の採点をしているときに、それに代わるものを学校側としては集めてやらせ

ようと思っているのだろうと思うんだけど、だからみんななくなっちゃったということも

あるので、もっと授業期間にうまく組み込むような形のことも考えるべきではないか、内

容的にも学校の状況、生徒の状況とよく照らし合わせて、適切なものを工夫していく必要

があるのではないかという御意見です。その辺、よろしくお願いします。事務局で何かお

答えになることはありますか。 

○人権・男女共同参画担当課長 確かにおっしゃっていただいたように、学校は区内の全

体を合わせると決して多い数字ではないと思っております。何よりも、ここではデートＤ

Ｖ防止の出前講座を学校で実施するということを目標として設定はしてきていたのですけ

れども、例えば全ての生徒さんが１年から３年のうちに１回だけ受けるということはなか

なか現実的に難しいなとも思いますが、学校の校数の見直しをどうするかということを今

後考えていくことと並行して、先ほどの説明でも触れましたけれども、10代の子たちもた

くさん来る青少年交流センターとか児童館との連携も大変重要かなと思います。こういう
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場で、それぞれ連携しての啓発というのを組み合わせてやっていく必要があるのかなと思

いますが、そんなところも今後の検討の中で入れて進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○事務局 すみません、事務局で補足をさせていただけると……。 

○部会長 お願いします。 

○事務局 ありがとうございます。令和元年度実施校は３月に固まっておりましたが、令

和２年度については、大変早い段階で区立中学校には日程の御相談をして、ある程度ばら

けた日程でお返事をいただいていました。ただ、そちらについても、今年度もう実施が厳

しいですと早々と御連絡いただいた学校もあるし、今後のカリキュラムで引き続き検討す

るというところもあるし、予定どおりやるとお答えいただいたところもあります。実施の

予定については、７月から８月にかけて男女共同参画センター“らぷらす”が直接全ての

予定校に確認をしています。 

 都立の高校についても、興味を示してくださったところ、昨年度採用くださったところ

等々について、らぷらすで全てもう一度状況の聞き取りをしまして、都立高校について

も、方式を変えて資料提供という形でしたけれども、既に生徒さんにデートＤＶについて

の情報をお届けした学校が今年度、１校出てきております。区立中学校は事務局が教育委

員会との調整に一旦入りますけれども、そのほかの私・国立、あるいは都立高校等につい

ては、男女共同参画センター“らぷらす”が丁寧に情報提供と、利用意向の有無等につい

て確認しているところでございます。 

 御説明は以上でございます。 

○部会長 ありがとうございました。館長、ございますか。 

○男女共同参画センター館長 時期については私どもも大変課題だと思っておりまして、

直接教育委員会のほうに伺って、特に中学校が３月に集中するというのが毎年のことなの

で、これについては、もう本当に毎年のように早くから時期がばらけるようにということ

は、御相談はしておりますが、やはりどの中学校さんも３月にお願いしたいということを

おっしゃいます。それで、私どもは、この授業をやっていただくときに、担当課のほうか

ら校長会のほうに声をかけていただいたり、前年度から次年度の出前講座について、いつ

やりますか、どんな内容にしますかということを御案内さしあげたりしています。そし

て、手を挙げてくださったところに調整に入りますが、年度が明けてすぐから調整に入っ

たりしていますけれども、やはりどうしても時期が重なってしまう。これは課題だと思っ



15 

 

ておりますので、今後も担当課のほうと御相談しながら、あるいは教育委員会のほうと御

相談しながらやっていきたいと思っております。 

 これまでは、中学校のほうは特に３月に集中して、６校を３月にやるというのも、こち

らのほうも大学生のファシリテーターを連れていったりというのでなかなか厳しいのです

けれども、中学校のほうにそのニーズがあるのでしたらばということでお答えはしてきま

した。その３月が今年はコロナで全滅してしまったという状況でございます。ここについ

ては課題でございますので、やはり御相談しながら進めていきたいと思っております。 

○部会長 どうもありがとうございました。ほかに御意見はございますか。ほかの方、い

かがでしょうか。 

○委員 ちょっと話が変わるんですけれども、報告書の本文の16ページの「推進体制 男

女共同参画の実現に向けた方策」というところで、方策２の一番下の○で、令和２年４月

１日より、同性パートナーを有する職員に関して、慶弔休暇とか介護休暇を取得できるよ

うにするなどの制度改正を行ったとあります。これはとてもすばらしいことだと思うんで

すが、これは結果として、事実婚の異性のカップルと同性のこのようなカップルが全て等

しく扱われるようになったということなのでしょうか。 

○部会長 御質問ありがとうございます。いかがでしょう。 

○事務局 事務局からお答えいたします。御質問のとおりで、慶弔、介護、そういった休

暇について、これまで事実婚の方々には認められていたものについて、全て同性パートナ

ーを持つ職員についても拡大がされたということでございます。 

 以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。まだ御意見が出ていないもの、目標のⅠにつ

いては出ましたね。Ⅱは大丈夫でしょうか。お願いいたします。 

○委員 よろしくお願いします。 

 Ⅱのワーク・ライフ・バランスの普及というところがありますけれども、待機児がゼロ

になったとか、病児保育が充実したとか、いろいろな方策が進められている。あと、ＢＯ

Ｐが、少し時間が長くなったとかということがいろいろなされていますけれども、実質的

にそういうことが伸びているということと、ワーク・ライフ・バランスが、結局、家事、

育児に費やせる時間が長くなったということではなくて、矛盾するものだなと思っていま

す。ですので、やはり企業のほうの意識なり取組みというものが肝心なのではないかなと

思いました。 
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 それで、別冊の40ページの82番のところで企業への働きかけをしているようですけれど

も、とても参加が少ないようなことがありますので、区として職場での啓発とか、そのよ

うなことができるといいのではないかなと考えましたが、よろしくお願いします。 

○部会長 実質的にワーク・ライフ・バランスの実現をするためには企業への働きかけが

非常に重要だけれども、現状の施策の中では参加企業が少ない。どれくらい効果がある

か、やや心配である。それをもっと強化するような方向はないか、そういう御意見です

ね。今の御意見はいかがでしょう。同じだという方もいらっしゃると思いますが、どう

ぞ。 

○委員 私は、今の委員と全く同じ視点で、そこを思っていたので、さらに分かりやすく

言っていただいたと思います。だから、私は、施策がいろいろ充実しているんだけれど

も、数字が伸びていないということに対する評価というか、総評が、多分もう少し言葉を

添えたほうがよろしいのではないかなと思うのと、そもそも「仕事と家庭生活をともに優

先している人の割合」という言葉が、「仕事と家庭生活のバランスを取ることができてい

る人の割合」というような表現であれば、できている、できていないで評価できるんです

が、できているんだけど、優先する、しないは、仕事であるとか家庭であるとか、それぞ

れ個人の意思が入ってしまうので、あまりミーシーな設問ではないというところで、数字

が動いていないというところでとどまるとよろしくないなと思っていて、委員のように、

いろいろな施策をやっているというところまで見て、それぞれがどういうふうに評価され

ているのかというところも踏まえておいたほうがいいのかなという感想を持ちました。 

○部会長 どうもありがとうございました。事務局、これは何かございますか。よろしい

ですか。 

○事務局 今頂戴した意見をそのまま今回部会意見として頂戴するとともに、次年度以降

の進行管理の中で、先ほどいただいた個別の施策ではないほう、事業者への働きかけがも

し伸びないのであれば、そこはどういうことなのか、何が必要なのかというところを報告

の中でもう１回分析していくというふうに活用させていただきたいと思います。ありがと

うございました。 

○部会長 あと、基本目標Ⅳはいただいたんですね。がん検診のことですね。これは質問

でしたね。意見というわけではないですね。 

 私が１つ気になっていることは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う男女共同参画に

関わる問題に対する影響、幾つかあると思うんですけれども、雇用の悪化や、もともと非
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常に条件が悪いところにいた女性たちの経済的状況の悪化、それから２月、３月が一番は

っきりしましたけれども、女性の家事労働の増大と、それが女性の雇用に与えた影響と

か、プラスの面としては、在宅勤務のテレワークが進行したけれども、マイナスの面もあ

って、野村総研か何かの調査だと、男性の労働者の44％はテレワークになったと言うんで

すが、女性は９％しかいないんですよ。きっと、もともとそういう職種ではないというこ

となんですね。テレワークを導入しにくいような職種のところに女性は多く働いていて、

結局、感染に一番さらされているのではないかという問題もあります。 

 もう一つ大きいのは、コロナ禍で地域活動がどのくらいできているか。これまで世田谷

でも皆様がいろんな地域活動をやっていると思うんですね。公的なものもありますが、民

間のものがすごく多いと思うんですけれども、そういうものによって支えられていた地域

社会が、このコロナ禍でどうなったかということについてもちょっと心配なので、それら

についてこれでどのくらい触れるかですね。今のところ、あまり触れていない。要する

に、マイナス要因でちょろちょろ説明はあるけれども、主題化はしていないような感じが

するんですが、しないほうがいいですかね。この辺は皆さんの御意見をいただきたい。

2019年度の報告書で残るわけですよね。何も触れていないねみたいなことにならないとい

いなというのはあるんですけれども、言い訳にはいっぱい載っているんです。できなかっ

た言い訳にはたくさん載っているんですが、それを積極的に取り上げて、これまでこのよ

うに対処した、だけど、いろんな影響が出たみたいな形で、男女共同参画実現のために世

田谷区がどれだけ闘ったか、その辺のことはもうちょっと書いてもいいのかなという感じ

もしました。いかがでしょう。皆さんの御意見をお願いします。 

○委員 基本的に問題意識は非常に賛成というのはおこがましいんですけれども、2019年

度３月までと本当に機械的に区切った場合にどこまで書けるかということですよね。2020

年度だったら今のような視点を全面的に出して、分析して報告していただきたいと思うん

ですが、どうなんですか。３月までに出た影響はまだ限定的で、今から振り返れば、今、

部会長がおっしゃったような状況につながる予兆はあったとはいっても、３月末で締める

と限定的だったのをどう書くのか。私もこう書いたほうがいいというのは出てこないんで

すけれども、その後、2020年度につながるようなことをにおわすような書き方はもう少し

あってもいいかなと。フィーリングレベルですけれども、それは確かにいたします。 

○部会長 私も、それで、どうでしょうと、ちょっとぼかして申し上げたのは、３月まで

の段階なんだから、これでいいという考え方もあるんですよね。ただ、やっぱりそれをち
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ゃんと認識して2020年度に行っているぞくらいの雰囲気は既に見えていてもいいという感

じ、そのくらい重大視していますよという感じは欲しいなと。 

○委員 そうしたら、中身の個々の点については、やはりそれは入れにくいと思いますの

で、「本書について」の最初の前文的なところにもう少し今みたいなことを入れていただ

くというのではいかがですかね。報告書（案）だと４ページ、５ページのところで、報告

書をつくる自体は今ですから、その状況を全く無視して、なかったように書くというのは

やっぱり何となくおかしい感じがしますけれども、プラン自体の評価は３月で締めている

ので、その後につながるようないろいろな問題が出始めていたみたいな認識を示しておか

れるのはいいかなという気はいたします。１つの見方ですけれども。 

○部会長 部長、お願いいたします。 

○生活文化政策部長 ありがとうございます。私どももちょっと悩んでいましたのは、

2019年度の報告書だったので、個別の数値目標に対してどうかという点はいろいろ書かせ

ていただいたんですけれども、総括的に新型コロナウイルスが男女共同参画とか雇用、あ

るいは働く環境、そういったものに総体としてどういう影響を与えているのかというとこ

ろは気になりつつも、区として持っている材料とかエビデンスがないものですから、なか

なか具体的に言い切れないところが正直申し上げてあります。 

 ただ、このコロナの問題というのが今日、明日で終わるものではなく、これからもまだ

しばらくの間は続くだろうということを考えますと、今、委員におっしゃっていただいた

ように、やはり入り口のところなり何なりで、少し先生方の御意見を頂戴して、どういう

状況を及ぼし始めているのかというところの感触というのでしょうか、ニュアンスという

のでしょうか、そのあたりは触れさせていただけるとありがたいというふうには考えてお

ります。 

 以上です。 

○部会長 ありがとうございました。もし今ありましたら御意見をお願いいたします。今

ないということであれば、コロナ禍でどのような影響があるかということについて、皆さ

ん御自身の周り、その他での知見を基に、メールその他で事務局のほうに送っていただい

て、それを取りまとめる形で、最低「注視していく」という言葉は欲しいと思うんです

よ。世田谷区として何をする、しないはともかく、どういうふうな影響が出るかというこ

とについて、世田谷区としては状況をしっかり認識して、必要なときに必要な施策は区民

のために行う、そういったスタンスでいるんだということをやっぱり書いておいたほうが
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いいと思いますね。後で歴史的文書として見たときに、この人たち、コロナは関係なかっ

たのねみたいな、それはやっぱりちょっとないなという感じがする。皆さん、すごく大き

な影響を被っていると思うので、それについてはやっぱり書いておく必要があるのではな

いかと思います。ある時代を生きている１つの証拠書類ですからね。 

 時間になってしまったんですが、事務局からすると、どこか意見をもらっていないとこ

ろはありますか。大丈夫ですか。ということであれば、確認しますが、今出せなかった御

意見があったらメールその他で事務局に送ることもできるんですね。それはよろしいです

ね。 

○事務局 はい。 

○部会長 そういう形で、皆様、よろしくお願いいたします。今のコロナのことでも結構

ですし、今の御報告についてでも結構ですが、後で思いついたというときには、ぜひ早め

にメールをお願いいたします。 

 それでは、また後でもう１回時間を取りますが、とりあえず次のところに入らせていた

だきます。よろしいでしょうか。 

 それでは、次の議事に移ります。議事の(2)が「『区内企業の男女共同参画に関する意

識・実態調査』調査票の修正について」ということでございます。事務局のほうで御説明

をお願いいたします。 

○人権・男女共同参画担当課長 それでは、(2)の「区内企業の男女共同参画に関する意

識・実態調査」調査票、前回も御意見をいただきましたが、修正をいたしまして、また調

査票の案の形にしておりますので、これについて御説明をいたします。資料２を御用意く

ださい。では、担当から説明をさせていただきます。 

○事務局 では、「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」調査票の修正案に

ついて御報告いたします。 

 ６月２日書面開催の第１回審議会において、調査の実施について報告をした後、７月22

日開催の第１回部会で、調査の対象、調査の手法、調査票の案などをお示しし、御意見を

伺いました。部会では、削除する質問及び新規設問について、御了解をいただくととも

に、質問文や選択肢などについて御意見をいただきました。並行して、部内でも最終的な

内容の調整を実施してまいりました。このたび、そういった調整とか御意見を反映しまし

た調査票の最終案がまとまりましたので、第１回の部会の後に変更を加えた主な箇所につ

いて御報告いたします。 
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 資料２－１に主な修正点を表でまとめております。資料２－２が調査票の修正案です。

この２つに沿って御説明いたします。 

 まず、調査票のほう、資料２－２の５ページ、問６－１の選択肢の10です。一般事業主

行動計画を策定したことによる効果・影響を尋ねる質問で、選択肢10はマイナスの影響が

あったかどうかを尋ねていた問題です。前回の部会では、「マイナスであった」という文

言でしたが、より具体的にするべきという御意見をいただきましたので、「利益につなが

らなかった」と修正をいたしました。 

 次に、ページが飛びまして15ページ、ハラスメントの説明の部分です。パワハラ、セク

ハラの具体例を掲載したほうがよいという御意見をいただきましたので、厚生労働省のパ

ンフレットから事例を引用しております。また、事務局で改めて検討しまして、マタハ

ラ、ＳＯＧＩハラについても具体例を掲載することといたしました。あわせて、原案で

は、セクハラ、パワハラの説明と、マタハラ、ＳＯＧＩハラの説明を分けて掲載していた

んですけれども、これはハラスメントの説明として一まとめにしたほうが分かりやすいと

考えまして、御覧のとおり、ちょっと長くなってしまったんですが、15ページにまとめて

掲載するようにしております。 

 続きまして、17ページ、条例の説明の文章です。前回の部会では、条例に出てくる「差

別的取扱い」という文言が含まれていないという御意見をいただいておりました。条例に

おいては、「差別」という単語は、事業者の責務を定めた第６条ではなく、差別の解消等

を規定した第７条において出てくる文言です。そのため、第６条の事業者の責務ととも

に、第７条の説明もつけ加えることで対応させていただいております。 

 次に、めくっていただいて18ページ、問30、性的マイノリティへの配慮についての設問

です。原案では、性的マイノリティへの配慮が必要だと思うことを尋ねておりましたが、

「必要だと思うこと」というのは曖昧であり、実態を尋ねてもよいのではないかという御

意見をいただいておりました。このため、「現在行っているもの」と「今後行う予定があ

るもの」をそれぞれ尋ねる問題に修正をしました。 

 最後に、19ページ、問31、新型コロナへの対応を尋ねる設問です。選択肢⑦は、原案で

は「所定外労働の免除」となっておりましたが、事業所にとっては「所定外労働の禁止」

のほうが適切であるという御意見をいただきましたので、そのように修正をしました。 

 また、部会後にいただいた御意見で、正規職員と非正規職員の扱いに差があったかどう

か尋ねてはいかがかということで御提案をいただいておりました。事務局でも考えたんで
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すけれども、前回情報提供しました労働政策研究・研修機構などによる調査で代替可能で

あると判断し、全体のボリュームも既にかなりのボリュームになっておりまして、そうい

ったことも踏まえまして、この調査では取り上げないことといたしました。 

 御説明は以上となります。 

○部会長 どうもありがとうございました。それでは、皆様、御質問、御意見をよろしく

お願いいたします。いかがでしょうか。お願いします。 

○委員 15ページの職場のハラスメントのところなんですけれども、ハラスメントの事例

を追加していただいたのはいいと思うんですが、セクシュアルハラスメントの事例が、特

に１つ目とか分かりやす過ぎるものであって、これは大体において、みんながセクハラだ

なと分かることだと思うんですね。それよりも本当は、例えば、結婚しているかどうかを

尋ねるとか、環境型セクハラとか、あと好きなタイプを飲み会の席で聞くとか、そういう

いまだに行われがちで、自覚が足りないことを書いていただいたほうがよかったかなと思

いましたが、これはもう修正はできないんですよね。 

○部会長 いかがでしょう。事務局、御説明はありますか。修正できる、できない、ま

た、これはどこかからそのまま持ってきたのかな。 

○事務局 厚生労働省のウェブサイトを参考に、今の御意見に基づいて最終の修正をいた

します。 

○部会長 ありがとうございます。皆様もよろしいですか。あまりにも明白なセクハラ、

性的要求に応じないから、おまえを解雇するみたいな事例というのは、セクハラであまり

よくあることではない。もう少しよくありそうな事柄に直していただいたほうが現実に合

っているのではないかということですね。 

 あと、これは、今日は直せるんですね。まだ直せるということでよろしいんですね。 

○事務局 可能なものは直します。 

○部会長 分かりました。どうもありがとうございます。そういう意味で、ほかのところ

もありますので、いかがでしょうか。前、かなり御意見をいただいて直していただいてい

ると思うんですが、それに関連して質問でも結構です。よろしいですか。ほかには何かご

ざいませんか。お願いします。 

○委員 ありがとうございます。ＳＯＧＩハラの説明並びに問30の変更をいただき、あり

がとうございます。非常に分かりやすくなったと思います。それに伴い、問30の⑧ですけ

れども、「性別にとらわれない採用、評価」は、性的マイノリティの配慮に関わるのです
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けれども、それだけではないじゃないですか。そういうときに、これって性的マイノリテ

ィに対する採用に配慮しているのかとか、差別を禁止しているのかみたいなところだと思

っていて、こういったところの項目は、前回もお送りさせていただいたんですけれども、

厚生労働省がやっている調査をもう１回送らせていただきます。こちらの調査票で設問が

ありまして、こういったところから文言を調整いただくのがいいのかなと思います。 

 ほかのところも、①から⑪はすばらしいなと思うんですけれども、厚労省調査とかも前

例であるので、そういった文言をある意味で引き継ぐような形でやられてもいいのかなと

いうふうには思うので、もしよろしければ御高覧をいただければと思います。 

 あとは、例えば「健康診断の実施に関する配慮」も、もっと明確に「性自認に即した健

康診断への配慮」とか書いたほうが、もしかしたら答え手として何を聞かれているのか分

かるのかなとか、例えば②の従業員が利用しやすいトイレ等の設備に関しても、車椅子用

の方のトイレがあればいいということなのか、何があればいいのか分からないのかな、も

うちょっと分かりやすいものがいいのかなと思ったので、参考にしていただければと思い

ます。 

 以上です。 

○部会長 事務局、お願いします。 

○事務局 ありがとうございました。例えば、今の問30の選択肢の⑨健康診断の実施のと

ころに「性別に配慮した」というのが入るだけで分かりやすくなる。例えばそういうこと

ですね。 

○委員 そうですね。ただ一方で、今、最適な文言を提案できるほど考え込めていなく

て、必要であれば検討させていただきますが、ここら辺は改善の余地がありそうで、厚労

省の設問がかなり練られているので、もしかしたらそちらを御参考いただくといいかもし

れない。 

○事務局 ありがとうございます。文言のほうを、厚労省のも含め、設問項目を増やすと

いうよりも言葉足らずの部分を直すという視点で修正をさせていただきます。ありがとう

ございます。 

○委員 ありがとうございます。 

 あと、追加で恐縮ですが、「現在行っているもの」と「今後新たに実施したいもの」の

二軸で答えていただいておるんですけれども、ほかのところだと、「実施している」「実施

していない」「検討中である」の三軸が多いかなと思っていて、いろいろ御検討いただい
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た上でこれにされたのかなと思ったんですけれども、ちなみに何でですか。 

○部会長 選択肢が「現在行っているもの」「今後新たに実施したいもの」の２つになっ

ているが、加えるとすると、もう一つは「検討中」ですね。三択ですね。 

○委員 そうですね。 

○事務局 「実施中」「検討中」「実施予定なし」の三択でしょうか。 

○委員 いや、これが駄目だと言っているのではないんですが、上の問27をはじめとし

て、三択で答えているところは、多くが「実施している」「実施していない」「検討中であ

る」の３つなのかなと。なので、「現在行っているもの」と「今後新たに実施したいも

の」の二軸で悪いとは思っていないんですが、ほかのところから変えた理由が何かあるの

でしょうか。これは質問です。 

○部会長 お願いします。なぜここだけ二択になって、ワーディングも違っているのか

な。 

○事務局 ありがとうございます。問30については新規設問なので、文言を考えるに当た

って二軸を選んできたところです。前回設問との連続性を考える必要がないので、三軸に

することは可能なので、対応いたします。 

○委員 ありがとうございます。三軸にしてほしいという意見ではなくて、質問でしたの

で、設問をつくっていただいている中で、よりいい案があったら御検討ください。お願い

いたします。 

○部会長 よろしくお願いします。せっかく問30で、全体としては性的マイノリティへの

配慮としての取組みとなっているんですが、書かれているのは割と一般的な、例えば「性

別にとらわれない採用、評価」は、男女の性別にとらわれないという男女共同参画という

点でのことしか思い浮かべない可能性がある。書き方は難しいんですね。よろしく御検討

ください。 

 よろしいでしょうか。ここに関連して、もっと御意見があれば。ほかのことでも結構で

すが、いかがでしょうか。お願いします。 

○委員 問30で、多分⑦の部分に入るかなと思うんですけれども、今回の令和元年度の報

告の推進体制の方策３のところで休暇制度適用について、同性パートナーとその親族を対

象とした慶弔休暇や介護休暇等を取得できるよう制度改正を行った、これが区だと思うん

ですけれども、それを私企業もどの程度できているのか。これができていたらすばらしい

と思うんですね。ですから、もし聞いていただけるのだったら、それがあるといいなと思
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っていたんです。多分⑦の部分になるかなと思ってはいるのですけれども、例えば慶弔休

暇や介護休暇についても、そういうことができているということを聞けるものなら聞いて

ほしいなというのがあったのです。 

○部会長 どうもありがとうございました。区のほうで今年やったことを民間の事業所を

対象に聞くというのもいいのではないか。③かもしれないですね。福利厚生に関わるとこ

ろ、あるいは別個に立ててもいいかもしれない。区ではできている、民間はまだできてい

ないという形での……。 

○事務局 今の点は別項で加える方向で検討いたします。ありがとうございました。 

○部会長 よろしいでしょうか。ほかにございませんか。 

 それでは、よろしければこの議事をとりあえず終わりにして、次第の３のほうに移りた

いと思いますが、２について御意見はございますでしょうか。それでは、なければ３のほ

うに入らせていただきます。その他に移ります。本日の内容に関して、あるいはその他の

ことでも結構ですが、御意見がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。本日

のことで今言っておいたほうがいいことがございましたらお願いします。 

 もし特にないようでございましたら、情報提供など何かございますでしょうか。皆様に

対しての情報提供などありましたらお願いいたします。 

 委員の皆様方からはないようでしょうか。そうしましたら、事務局のほうで情報提供が

ありましたらお願いします。 

○人権・男女共同参画担当課長 皆様に郵送でもお送りし、メールでも後からお送りして

おりますが、内閣府男女共同参画局から「第５次男女共同参画基本計画策定に当たっての

基本的な考え方（素案）」についての意見募集が今出ておりますので、この御案内という

ことでお送りさせていただきました。国の第５次男女共同参画基本計画策定に当たっての

基本的な考え方が素案として示されました。８月１日から９月７日まで意見募集が行われ

ております。本日、皆様にはホームページの御案内をプリントアウトしたものを同封し

て、情報提供させていただいております。素案は意見募集のページで御覧いただけます。

本編は92ページあります。その後、資料編が40ページほどございます。 

 素案の冒頭では、「社会情勢の現状及び課題」の部分が、前回平成27年12月に決定され

た計画に比べると、かなり丁寧に説明をされております。これを受けた第５期の計画素案

の基本的な構成としては、基本的には第４期を受け継いでおります。ただ、柱立てとか分

野が少し変更されております。これまでも柱立てとしては４つありました。「あらゆる分
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野における女性の活躍」、「安全・安心な暮らしの実現」、「男女共同参画社会の実現に向け

た基盤の整備」、「推進体制の整備・強化」とありましたが、特に１つ目の「あらゆる分野

における女性の活躍」という柱立てだったものが、「あらゆる分野における女性の参画拡

大」という文言に変わっております。 

 また、この基本計画は全部で12分野あったのですが、これが11分野に削られておりまし

て、１つ目の柱立てのところで、これまでは「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活

躍」というものが１つの分野としてあったのですが、この分野は削り、この内容は第３分

野、「雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和」という中に組み込まれ

た、こんな形になっておるところです。皆様、既に御覧になっているかと思いますけれど

も、詳しくはホームページを見ていただければと存じます。今後、区としても調整計画の

策定をしてまいりますけれども、こうした国の計画との整合性もしっかり図りながら、見

ながら進めていきたいと考えています。 

 以上です。 

○部会長 どうもありがとうございました。今の国のほうの「第５次男女共同参画基本計

画策定に当たっての基本的な考え方」の御説明、御紹介につきまして、御質問等はござい

ますでしょうか。よろしいでしょうか。情報提供ということで、皆様もぜひ御自身でお読

みいただいて、ああ、これがこういうふうになっているんだなと御理解いただければと思

います。 

 ほかにございますか。何か追加的に御発言したいこと、その他ありましたらお願いしま

す。 

 よろしいようでしたら、以上をもちまして議事は終了させていただきます。時間もだん

だん迫ってまいりましたので、この後の進行は事務局のほうにお願いしたいと思います。 

○人権・男女共同参画担当課長 皆様、不慣れな事務局でございましたが、たくさん御意

見をいただきまして、ありがとうございました。本日いただきました御意見は、プランの

取組み状況の報告書の中の部分とか、巻末に「まとめ」というところがございますので、

そこと、最後に皆様からいただいた意見としてまとめて掲載をしてまいります。 

 また、区内事業所の調査票のほうにつきましても、今日、細かいところまでたくさん御

意見をいただきましたので、そこをまた調整させていただきながら、11月の調査に向けて

準備を進めてまいります。まだ御意見がおありと思いますので、またそこはメールでもお

電話でも結構ですので、いただければと思います。 
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 もう一つ、最後になりました。別件でございますけれども、世田谷区で昨年の11月から

犯罪被害者支援の検討を行っております。これまでに外部の委員の方を含めて検討委員会

を３回開催しておりまして、昨年、１回が終わった後の段階で皆様のほうには状況の報告

をさせていただきながら、御意見をくださいということでお知らせをしてまいりましたけ

れども、今現在、３回の検討委員会の内容を報告書としてまとめている段階です。皆様に

は、ここの段階で、報告書の案を近々にお送りさせていただきますので、ぜひ御意見をい

ただきたく思います。犯罪被害者支援の中には、やはり性犯罪の被害を受けた方への支援

もかなりウエートとしてはあると考えております。特にそういった点を含めて御意見をい

ただきたく思っております。皆様のほうにはメールで近々お送りさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 では、次回の審議会の本会でございますが、11月の中旬を予定しております。また、11

月の下旬には第３回の部会を開催予定でございます。日程が決まり次第、改めまして御連

絡をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は長時間ありがとうございました。これで終了いたします。 

午後６時37分閉会 


